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1954 年に「三栄水栓製作所」として創業した当社は、

以来 60 年以上にわたり、

「人類ある限り水は必要である」の理念のもと、

水栓をはじめ、水まわりを中心とした商品の開発に

携わってまいりました。

現在、お客様のライフスタイルは多様化し、

当社の商品ラインナップはますます多岐におよびます。

企業全体のアイデンティティーとしても

従来の「三栄水栓製作所」から次の新たな段階へ

踏み出すべき時と判断いたしました。

新たな社名は、グローバル化が進む中、

海外でも認知されつつあるブランド名との

統一を図ったものでもあります。

SANEI は新たなスタートをきります。

創業以来の理念はそのままに、

「生活の泉、憩の泉の想像を実現する」ため

さらなる挑戦を続けてまいります。

株式会社三栄水栓製作所は
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巡 る 水 が 如 く

円は循環である。

欠けることなく、余すことなく。

始まりもなければ、終わりもない。

円は縁である。

日常身辺すべての事物が、

己の心をうつす窓のように

見えない縁で結ばれている。

円は環であり、また和でもある。

回帰しゆく、和の心。

淀みなく澄みわたる、和の空気。

和敬清寂、巡る水が如く。



From time to time, person to person

The things that are passed down hold special meaning.

Worn down over thousands of years,

all that remains are those things that will never disappear.

Japanese houses show us the styles of artistry.

Breathtaking beams and pillars are a unique legacy that is now hard to come by.

We attempt to bring this accumulated knowledge and skill to the modern world.

Have you ever seen such stunning beauty?

The beauty is hidden deep behind an air of dignity.
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furniture :



時から時へ。人から人へ。

伝承されるものには意味がある。

千年の歳月に洗われて

消え得ぬものだけが残った。

職人仕事の粋
すい

を伝える、日本の家。

思わず息を呑むような梁や柱は、

今となっては得がたい無二のレガシー。

その知と技の集積を現代へ。

なんという美しさだろう。

凛とした空気の、その奥深くにあるもの。
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M I N G E I
民

藝 Like a handmade dish or like furnishings

that are firmly rooted in our everyday lives.

Inevitable beauty lives within these items of practical use.

These objects are proof of the constant workings of human life.

The texture of the soil and plants nurtured in the climate of Japan.…

Its colors and shapes are rustic and primitive….

You can say that they are manifestations of the spirituality of our race

that has been passed down since ancient times.

The history of this land with its distinct four seasons is

unexpectedly represented in these items.



furniture :
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手作りのうつわのように。

あるいは、日常に根差した調度品のように。

実用の中に息づく、必然なる美。

絶えざる人の営みを、証すものたち。

この国の風土に育まれた、土や草木の手ざわり。

素朴でプリミティブな、その色、そのかたち―

それは、古
いにしえ

より脈々と受け継がれてきた

民族としての精神性が発露したもの、というべきか。

四季をもつ土地の歴史が、

図らずもその姿に顕れている。
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The refinement of this country can be seen in an ethos

that aims to maintain secrecy.

An unidentifiable emotion that entices the imagination.

Beauty that is like a faint scent.

Things that cannot be seen or cannot be grasped are the things

that compel people to never let go.

The people of this country have always known this.

That there are subtleties of emotion that you cannot fight…

the profound aesthetics of beauty.
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sofa &chair :





この国の奥ゆかしさは

秘するを旨とする、その気風にある。

想像をいざなう、

そこはかとなきエモーション。

かすかに匂うような美。

見えぬもの、捉え得ぬものこそ、

人を惹きつけて離さなくする。

この国の人は知っていた。

あらがえない、心の機微。

その深遠な、艶の美学を。
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C O N T E N T S

シャワー用品    165
インテリア・アクセサリー   179
分岐用品   195
水栓部品   201
バルブ   225
配管システム   237
配管用品   261
キッチン用品   289
バス・空調用品   301
洗面用品   321
洗濯機用品   337
トイレ用品   347
ガーデニング用品   363
工具   387
資料・各種一覧表   395

デザイン水栓シリーズ
MONOTON   024
morfa   026
cye   028
Toccata   030
SUTTO   032
TOH   034
EDDIES   036
roffiné   038
Kiwitap   040
THE PINEAPPLE ROOM   042
column   044
modello   048
COULE   052

U-MIX   058
LAUFEN・Roca   067
利楽   082
信楽焼   090
ボウル一体型洗面カウンター   092
WAILEA   100

混合栓一覧   107
単水栓   141

水栓金具 配管部品・水まわり部品




